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インクリメンタルに更新可能な XPush マシン
武

川

肇†

片

山

薫††,††† 石 川

博††,†††

コンテンツベースに処理する XML システムはフィルタ条件を XML データごとに数多く評価す
る必要がある．そのため Gupta らは複数のフィルタをボトムアップに結合し，フィルタ条件の数に
影響を受けないオートマトン，XPush マシンを提案した．しかし XPush マシンは更新ができない．
そのため 1 つのフィルタを削除することであっても XPush マシン全体の再計算が必要となる．初期
状態の非決定性有限オートマトンに戻った XPush マシンは決定性有限オートマトンへの変換を実行
する際に時間がかかるため，システムのスループットを低下させる．この問題を解決するために，問
合せごとに構築したサブ XPush マシンの集合から全体のオートマトンを構築する方式を提案する．
Gupta らの方式は XPath 用に拡張した AFA（Alternating Finite Automaton）から XPush 状態
を見つけ出す．一方，本方式はこの XPush 状態にキーを追加し，XPush 状態を結合することができ
る．また，サブ XPush マシン単位の分割管理構造では，このキーを用いて状態間に世代関係を表現
できる．本方式ではこの関係を使ってインクリメンタルな更新が可能となる．

An Incrementally Updatable XPush Machine
Hajime Takekawa,† Kaoru Katayama††,†††
and Hiroshi Ishikawa††,†††
Content-based XML processing systems need to evaluate many filter conditions for every
XML data. Therefore, Gupta et. al. proposed the automaton called XPush machine which is
independent of the number of filter conditions by combining two or more filters in a bottom
up fashion. However, an updating of the XPush machine is impossible. Therefore, even if it
is deleting only one filter, the re-calculation of the whole XPush machine is necessary. The
XPush machine which returned to an NFA (Non-deterministic Finite Automaton) of an initial
state decreases the throughput of the system because of translation to a DFA (Deterministic
Finite Automaton). In order to solve this problem, we proposed a method which constructs
the whole automaton from a set of sub-XPush machines for each query. Gupta et. al. ’s
method creates joint states from a set of extended AFAs (Alternating Finite Automaton) for
XPath. On the other hand, we realize a further join function to combine two XPush states
by a supplementary key for each state. Moreover, in the divided management structure of
sub-XPush machines, generation relationships between states can be represented by these
keys. We realize incremental updating further by these relationships.

は遅延型の単純決定性プッシュダウンオートマトン

1. は じ め に

（simple deterministic pushdown automaton; sim-

ple DPDA）に基づき，複数のフィルタをボトムアッ
プに結合した XML フィルタエンジン用オートマトン，
XPush マシンを提案した7) ．

XML データをコンテンツベースに処理するフィル
タ型配信システムや XML ルータは，フィルタ条件を

XML データごとに数多く評価する必要がある6) ．こ
れらシステムのスループット向上のため，Gupta ら

XPush マシンではフィルタ条件を XPath 4) で記述
し，この条件を XPath フィルタという．XPath フィ
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ルタはナビゲーション部とプレディケート部で構成さ
れる．例 1 に XPush マシンで利用する XPath フィ
ルタの例を示す．
例 1［Running example］

P1 : //a[@b<20]
P2 : //a[@b>=10 and @b<20]
P3 : //a[@b=5 or @b=15]
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“[ ]” で囲まれた部分がプレディケート部であり，そ
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コストを下げるため，XPath フィルタ集合から使用頻

こには条件を記述する．プレディケート部より前の部

度の低いものに対して削除処理が計画されたとする．

分をナビゲーション部という．“//a” はナビゲーショ
ある．“//” はワイルドカードであり，“//a” は a タ

XPush マシンは 1 つのフィルタ条件を削除すること
であっても，XPush マシン全体の再計算が必要とな
る．初期状態の NFA に戻った XPush マシンは DFA

グが XML データのどの位置に現れてもよいことを表

への遅延させていた変換を実行する際に時間がかかる

す．“@” は属性を意味し，“@b” は属性 b を表す．数

ため，システムのスループットを低下させる．

ン部であり，上記 3 式ともナビゲーション部は同じで

値の 10 と 20 は引用符で囲まれていないため，XML

本稿ではこの問題を解決するために，XPath フィ

データの属性 b の値は数値型のデータとして評価され

ルタグループごとに構築した部分状態遷移表（サブ

る．XPath の評価には DOM 型の XML プロセッサ

XPush マシンと呼ぶ）の集合から，全体のオートマ

がよく利用される．ここで DOM 型とは XML データ

トンを構築する方法を提案する．

全体を一時的にメモリに読み込み処理する方式を意味

なお XPath フィルタグループには，問合せ1),8),10)

する．XML プロセッサによる XPath 評価は，XML

やセッション単位を想定している．以降では，このサ

データサイズと XPath フィルタ数の双方に比例する．

ブ XPush マシン集合から構築した全体のオートマト

一方 XPush マシンの処理速度は XML データサイズ

ンを統合型 XPush マシンと呼ぶ．統合型 XPush マシ

に比例するだけであり，フィルタ数にはほとんど影響

ンは，XPush マシンにフィルタの結合と分離の 2 つ

を受けない．

の機能を追加する．その仕組みは次のとおりである．

たとえば例 1 で XPush マシンを利用すると，XPush

統合型 XPush マシンはオートマトン制御部とのイ

マシンは 3 つのフィルタ条件をあらかじめボトムアッ

ンタフェースが従来どおりであり，従来方式と同じス

プに結合し 1 つの状態遷移表に変換するため，文書ご

ループット性能を持つ．そしてコンパイル後のオート

とに 1 回の逐次的なアクセスだけで 3 つすべてのフィ

マトンはグループごとに分割管理された状態遷移表

ルタ条件評価をカバーできる．

（サブ XPush マシン）となっている．サブ XPush マ

逐次的に処理するために XPush マシンは SAX 型

シンのコンパイラには，Gupta らの XPush マシンの

の XML パーサを利用する．SAX 型のパーサは XML

コンパイラをほぼそのまま利用する．このコンパイラ

データをストリームとして扱い，XML データのタグ

は，状態ごとにキーを追加する修正が施されるだけで

や値ごとにイベントをアプリケーションに通知する．

ある．状態どうしのさらなる結合には状態ごとのキー

アプリケーションは各イベント時に渡される断片的な

を用いる．フィルタグループ単位で分解も可能であり，

XML データによって処理を行う．一般に SAX 型は
XML データサイズに制限されない利点を持つ．実際

分解した XPath フィルタも結合前と同じ状態に再結

XPush マシンのスタック制御部は XML データの深
さ分のスタックしか利用しない．

合が可能である．
また統合型 XPush マシンを利用する XML システ
ムの XPath フィルタ部分更新において，結合の処理

しかし Gupta らの XPush マシンの構築法には更

速度が低コストであれば，そのシステムのスループッ

新機能がないため，更新処理のために XPush マシン

ト維持を期待することができる．そのため結合および

全体の再計算が必要となる．また Gupta らは非決定

分解の更新アルゴリズムには，サブ XPush マシンが

性有限オートマトン（Non-deterministic Finite Au-

持つ分割された情報からの再集計を避けたインクリメ

tomaton; NFA）から決定性有限オートマトン（Deterministic Finite Automaton; DFA）への変換を，

ンタルな結合を行う．この更新処理は，状態間の世代
関係を利用している．

XML データの評価時まで遅延させる XPush マシン

本稿の構成は以下のとおりである．この章の残りで

の構築法を提案している．この遅延によって XPush

は関連する研究について述べる．続く 2 章で，提案方

マシンの状態数の爆発を防ぐことができる．ところが

式について述べ，3 章ではフィルタ部分交換に関する

評価データの構造が変化しやすい環境ではオートマト

実験概要とその結果を示す．

ンの状態数が増え続け，システムのメモリを使い果た

1.1 関 連 研 究

ここでメモリコストをコントロールする必要がある

XML ストリームを利用した XML フィルタの研究
の多くは，ナビゲーション部を利用する2),5) ．それら

システム，たとえば利用者が多いデータベースシステ

は XML 構造が木構造であることに基づき，XPath

ム上の問合せエンジンとしての応用を考える．メモリ

フィルタ間の同じナビゲーション部評価の削減計画を

す恐れがある．
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行い，効率化が図られる．しかしこの手法では，XML
データの断片がプレディケート部について未評価の状
態で抽出される．一方，本方式は Gupta らの XPush
マシンと同様に，ナビゲーション部だけではなくプレ
ディケート部評価の効率化を行っている．

XML ストリームを利用しない研究として，Tian 9)
は XML パブリッシング/サブスクライビングシステ
ムのために関係データベースを利用して，100 万を超
えるフィルタ数への対応を実現している．この手法
はデータベースに XML データを一時保存するため，

XML データの評価時の耐久性を持たせることも実現
している．

図 1 統合型 XPush マシンを用いた XPath フィルタエンジン
Fig. 1 An XPath filter engine using an integrated XPush
machine.

さらに，XPath フィルタのコンパイルをデータベー
ス上ですべて行うため，コンパイル時のメモリ制限を

る点である．なお本方式は，従来方式と同様に，状態

なくすことを実現している．この手法は XPath フィ

数の爆発を防ぐために状態遷移表をデータ評価時まで

ルタ更新が可能である．

遅延させて構築する．

一方，提案する本方式を利用するシステムにはデー

統合処理部はコンパイル結果のサブ XPush マシン

タベースシステムは必要ない．しかし本方式ではある

を統合型 XPush マシンに結合する処理と，さらに外

時点の必要なフィルタが判断できることを要求する．

部記憶を利用したサブ XPush マシン単位の分離と再

この制約と XPush マシンへの更新機能の追加により，

結合処理を行う．たとえば 図 1 では XPath フィルタ

フィルタの分離と結合ができるため同時に評価させる
フィルタを適切に判断し制御すれば，データ評価時の

P3 を M3 にコンパイルした後，統合処理部によって，
統合型 XPush マシンがインクリメンタルに更新され

フィルタ数に対するメモリ制限をなくすことができる．

る．そして M4 の id を利用して分離命令を統合処理部

2. 提 案 方 式

に伝えると，M4 を統合型 XPush マシンから分離後，
外部記憶に保存される．さらに M5 の結合命令によっ

この章では本提案方式の統合型 XPush マシンの概

てサブ XPush マシン M5 を復元し，統合型 XPush マ

要，定義，データ構造，更新処理，実装について述べる．

シンとの再結合が行われるという流れを示している．

2.1 統合型 XPush マシンの概要
ここでは統合型 XPush マシンの概要について述

割管理されたサブ XPush マシンとインクリメンタル

べる．

統合型 XPush マシンはフィルタグループごとに分
に更新可能な統合結合状態表と統合結合状態遷移表を

図 1 に統合型 XPush マシンを用いた XPath フィ

追加している．統合結合状態表と統合結合状態遷移表

ルタエンジンのアーキテクチャを示す．エンジンは従

はサブ XPush マシンの集計表であり，これらの表は

来方式と同じくオートマトンモジュールとコントロー

全 XPath フィルタを 1 つに結合した従来方式の状態

ラモジュールで構成されている．

表と状態遷移表に相当する．なお等価であるか否かに

オートマトンモジュールでは，XPath フィルタから

ついては今後の課題とする．

問合せ木（構文木）への変換を XPath パーサによっ

コントローラモジュールでは，XML データの評価

て処理した後に，それをさらにコンパイラによって

に SAX パーサを利用している．SAX パーサは XML

サブ XPush マシンへと変換する．図 1 で M1〜M5

データのタグや値ごとにイベントをスタック制御部

はサブ XPush マシンを表す．サブ XPush マシンは

に通知する．イベントを受け取ったスタック制御部は

XPath フィルタグループ単位に作成される．現在フィ
ルタグループには問合せやセッション単位を想定して
いる．コンパイラは Gupta らの XPush マシンのコン

オートマトンモジュールの統合制御部よってあらかじ

パイラとほぼ同じであり，AFA（Alternating Finite

とは違い，遷移関数は統合結合状態表と統合結合状態

Automaton）3) に基づいている．

遷移表への参照に変更されている．これによってオー

め構築された統合結合状態表と統合結合状態遷移表に
従い，XML データの評価を行う．そのため従来方式

コンパイラとスタック制御部の間には統合処理部が

トマトンモジュールとコントローラモジュールが従来

存在する．このことは Gupta らの手法と大きく異な

方式と互換性を保つため，XPath フィルタエンジン
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value：遷移関数，V → X
accept：遷移関数，X → P(I)

のスループットは同じである．

2.2 定

義

ここでは統合型 XPush マシンの定義を示す．
まず，統合型 XPush マシンの XPath フィルタの制
限を以下に示す．
・親または先祖方向の軸が利用できない．
・テキストノードと要素の混在に対応していない．
・要素の位置指定が利用できない．
なお統合型 XPush マシンの XPath フィルタは従
来方式の XPush マシンと同じである．
次に，サブ XPush マシン Mi の定義を以下に示す．
【サブ XPush マシンの定義】

Mi = (Q, q0, pop, add, value, accept)
Q：結合状態の集合
q0：初期状態，q0 ∈ Q
pop：遷移関数，Q × Σ → Q
add：遷移関数，Q × Q → Q
value：遷移関数，V → Q
accept：遷移関数，Q → P(I)
ただし，Σ，V，P，I は次に従う．
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|M| を統合型 XPush マシン内のサブ XPush マシ
ンの総数としたとき，統合結合状態 x は次のとおりで
ある．

x : (qi ; qi ∈ Mi.Q, 0 ≤ i < |M| )
遷移関数は次のとおりである．

pop(x, a) = (Mi.Tpop[x.qi][a] ; 0 ≤ i < |M|)
add(xstk, x) = (Mi.Tadd[xstk.qi][x.qi]
; 0 ≤ i < |M|)
value(V) = Tvalue.ﬁnd(V)
accept(x) = { Mi.Taccep[x.qi] ; 0 ≤ i < |M| }
ただし，上記 value 以外の遷移関数は計算結果を統
合結合状態表にキャッシュする．また結合と分離処理
におけるインクリメンタルな更新は 2.4 節で，Tvalue
の計算については 2.5 節で述べる．

2.3 統合型 XPush マシンのデータ構造
ここでは統合型 XPush マシンのデータ構造につい
て述べる．
図 2 にサブ XPush マシンのデータ構造を示す．

Σ：AFA の ε を除いた全辺のラベル集合．
V：値

図 2 a，図 2 b はそれぞれ，例 1 の P1，P2 のサブ

P：XPath フィルタの集合，{ P1, ..., Pn }
I：各 XPath フィルタと関連付けられた Oid
の集合，{O1, ... , On}

のデータ構造は XPath フィルタをコンパイルし，AFA

なお，本提案手法は XPush マシンのオプション機
能のトップダウンプルーニングを考慮していないため，

Mi の定義からこれに関する部分を削除した．
またサブ XPush マシンの遷移関数は次のとおりで

XPush マシン M1，M2 である．サブ XPush マシン
と AFA をボトムアップに結合して作成する 5 つの表か
ら構成されている．Mi.Tpop，Mi.Tadd，Mi.Tvalue，

Mi.Taccept は状態遷移表であり，Mi.Q は内部状態表
である．これらの状態遷移表はスタック制御部から各
イベント処理で遷移関数を通して利用される．内部状
態表の値は遷移関数の引数や戻り値に利用される．

Mi.Tvalue は AFA の葉のアトミックプレディケート

ある．

Mi.pop(q, a) := Mi.Tpop[q][a]
Mi.add(qstk, q) := Mi.Tadd[qstk][q]
Mi.value(V) := Mi.Tvalue.ﬁnd(V)
Mi.accept(q) := Mi.Taccept[q]
な お ，遷 移 関 数 Mi.pop，Mi.add，Mi.value，
Mi.accept は，従来方式とは違いスタック制御部から
は直接は呼び出されない．これらは統合型 XPush マ

に対応する．たとえば数値 15 を，図 2 a の M1.Tvalue
で評価すると (−∞, 20) の範囲が該当するため，q1
（=AFA 状態 3）が遷移後の状態となる．

Mi.Tvalue の実装は，ハッシュ表ではなく，二分木で
ある．またその二分木はアトミックプレディケートの記
述に範囲を許すために，範囲間の重なりをなくす自動
調整機能を備えている．たとえば図 2 b の M2.Tvalue

シンの遷移関数から利用される．また必要時に遅延さ

に 2 つのアイテム「>=10 なら q1（=AFA 状態 4）」

せていた変換を実行する．

と「<20 なら q2（=AFA 状態 5）」が登録されると，

次に，統合型 XPush マシンの定義を以下に示す．
【統合型 XPush マシンの定義】

(X, x0, pop, add, value, accept)

3 つの範囲を作成する．このとき q1 と q2 を同時に満
たす特殊な内部状態 q10 が新規に作成される．この機
能によって，値 15 を図 2 b の M2.Tvalue で評価する

X：統合結合状態の集合
x0：初期状態，x0 ∈ X

と q10（=AFA 状態 4 と 5）となる．

pop：遷移関数，X × Σ → X
add：遷移関数，X × X → X

XML データのタグが閉じるときの評価に利用される．
たとえば図 2 a の M1.Tpop[q1][@b] には，状態が q1

Mi.Tpop は AFA の葉から根方向への遷移に対応し，
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と M2.Tpop[q4（=AFA 状態 5）][a] も q6 となる．

Mi.Tadd は Tpop 遷 移 の 合 計 に 用 い ら れ る ．
Mi.Tadd は Tpop と同様に XML データのタグが閉
じるときの評価に利用される．Tpop 遷移は子要素ご
との評価を担当する．一方 Tadd 遷移は同じ要素に存
在する子要素の評価の集計を担当する．なお従来方式
と同様に，Mi.Tadd はアトミックプレディケートとの
合計を許していないため，サブ XPush マシンはテキ
ストノードと要素の混在を評価できない．
ま た Mi.Tadd は Tvalue の 範 囲 間 の 重 な り を
な く す 自 動 調 整 機 能 に よって 新 規 に 作 成 さ れ る
状 態 の Tpop の 計 算 に も 利 用 さ れる ．た と え ば ，
図 2 b の q10 は M2.Tvalue か ら q1 と q2 で構
成されることが分かるので M2.Tpop[q10][@b] は，

M2.Tadd[M2.Tpop[q1][@b]][M2.Tpop[q2][@b]] と計
算される．

Mi.Taccept は AFA の根に対応する．状態が AFA
の根を含むと，その AFA に対応する XPath フィル
タに関連付けられたオブジェクト ID が受理情報とし
て得られる．
サ ブ XPush マ シ ン の内 部 状 態は ，従 来 方式 の

XPush 状態と呼ばれる内部状態と異なり，状態ごと
にキーがある．以降ではこのキーを結合状態キー，ま
た結合状態キーを持つ XPush 状態を結合状態と呼ぶ．
本方式では，統合制御部が統合型 XPush マシンにサ
ブ XPush マシンを結合するとき，この結合状態キー
を利用する．
結合状態キーの特徴の 1 つは，それを持つ結合状
態と合わせると，サブ XPush マシンの状態遷移表

Mi.Tpop，Mi.Tadd，Mi.Tvalue の 1 つの要素とな
る．たとえば図 2 a の M1 で value <20 のキーを持つ
結合状態は q1 であり，q1 は M1.Tvalue の要素（登
録されたアイテム）に等しい．
図 2 サブ XPush マシンのデータ構造
Fig. 2 Data structures of sub-XPush machines.

もう 1 つの特徴として，従来方式の AFA 状態リスト
と同様に，結合状態キーは各サブ XPush マシンの結合
状態の集合でユニークでなければならない．ある結合

のとき XML データのタグ@b が閉じたら状態は q2 に

状態への遷移パスは複数あってもよいが，各遷移の遷

遷移するということが記録されている．なお Tpop で

移後状態は多くとも 1 つである．たとえば図 2 a の q3

空は “*” 列（属性で対応しない場合は “@*”）を利用

への遷移パスは，M1.Tpop(q2,a) や M1.Tpop(q3,*)

する約束となっている．たとえば M1.Tpop[q3][a] は

などに複数存在する．しかし pop(q2, a) を遷移した

空であるが，Tpop[q3][*] を利用し，M1.Tpop[q3][a]

結果は q3 であり，それ以外の結果を持つことはでき

→ q3 となる．

ない．

また AFA の AND と OR は Mi.Pop で実現する．
たとえば A2 の AFA 状態 2 は M2.Tpop[q5][a] → q6
に対応している．あるいは図 2 b の A2 の AFA 状態

2 が OR の場合は，M2.Tpop[q3（=AFA 状態 3）][a]

次に，結合状態キーの計算方法を value キー，pop
キー，add キーに分類して以下に述べる．
【value キー】

AFA 状態のアトミックプレディケートごとに，新
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規結合状態を 1 つずつ作成する．アトミックプレディ
ケートと新規結合状態の組をアイテムとして Tvalue
に登録する．このとき結合状態キー「value アトミッ
クプレディケート」として結合状態に記録する．
例外としてアトミックプレディケートの集合のキー
「{ }」がある．これは Tvalue モジュールが範囲間の
重なりをなくす自動調整機能によって，新規結合状態
を要求したときに記録される．具体的には，その範囲
を構成する結合状態のそれぞれが持つ value キーのア
トミックプレディケート引数の和集合を記録する．
【pop キー】

σ ∈ Σ ∪ { *,@* } としたとき，ある結合状態 q の
AFA 状態 s ごとに pop(s, σ) 遷移をさせた AFA 状態
の集合が，結合状態表に存在しないなら，新規結合状
態を作成する．このとき結合状態キーを「pop q, σ 」
として記録する．
【add キー】
ある 2 つの結合状態 q1 と q2 のそれぞれが持つ AFA
状態集合の和集合が，結合状態表に存在しないときに，
新規結合状態を作成する．このとき結合状態キーを
「add q1, q2」として記録する．
図 3 は，M1，M2 を結合した統合結合状態表と統
合結合状態遷移表である．サブ XPush マシンの集計
表であり，これらの表は全 XPath フィルタを 1 つに
結合した従来方式の状態表と状態遷移表に相当する．
統合結合状態表 X には 15 個の統合結合状態が存

図 3 M1+M2 の統合結合状態表と統合結合状態遷移表
Fig. 3 An integrated combining state table and integrated
combining state transition tables.

在し，それら各々がサブ XPush マシンごとに 1 つの

XPush 状態への参照が存在している．統合結合状態
表にも，結合状態と同様にキーが存在し，これを統合
結合状態キーと呼ぶ．統合結合状態キーは，結合状態
キーの特徴と同様に，統合結合状態と合わせると，統
合結合状態表の 1 つの要素となり，統合結合状態の集

とに，参照修正リスト mapXd2Xg に xd をキー
として，xd のグループの xg への参照を登録する．

2) すべての xd を X から削除する．そして統合結合
状態遷移表から xd をキーとした情報を削除する．
3) X の統合結合状態キーおよび統合結合状態遷移

合でユニークでなければならない．このキーの作成に

表にあるすべての統合結合状態への参照 x ごと

ついては 2.4 節で詳しく述べる．

に，もし x が mapXd2Xg のキーとして存在する

2.4 更 新 処 理
ここでは統合型 XPush マシンの更新処理について
述べる．

た値に x を修正する．

2.4.1 分 離 処 理
分離手順を以下に示す．
【分離手順】
入力：分離するサブ XPush マシン M

1) 統合結合状態表 X に対して，M の結合状態への
参照を除いた Q 参照のリストでグルーピングし，
グループごとに統合結合状態の ID の最小値を持
つ状態 xg を選ぶ．すべてのグループごとに，xg
以外の統合結合状態を削除対象 xd とする．xd ご

なら，mapXd2Xg から x をキーとして取り出し

4) サブ XPush マシンをディスクに保存する．
たとえば図 3 の統合結合状態表（M1+M2）から M2
を分離する場合，M2 の結合状態への参照を除いた Q
参照リストで並べ替えた統合結合状態表は図 4 a とな
る．そのため分離手順 1) で以下の参照修正リストが
得られる．

x5 → x0
x6 → x0

x14 → x1 x8 → x3 x9 → x4
x7 → x2 x10 → x3 x11 → x4

x12 → x3 x13 → x4
上記リストに従って，削除状態への参照を統合型
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図 5 M1+M2 の世代関係
Fig. 5 Generation relationships of M1+M2.

うな世代関係を利用している．次に結合アルゴリズム
を図 6 に示し，その概要を以下に説明する．
【結合アルゴリズムの概要】
入力：結合するサブ XPush マシン m

Step1：前処理
Step2：統合結合状態 x の遷移後状態 q が m 上に
存在するとき，q を x に追加する．
Step3：Step2 で利用されなかった m 上の遷移を統
合結合状態として新規に登録する．
Step4：後処理
Step1 では，前処理を行っている．まず 3 つの変数
map*2*を初期化している．これらの変数は世代関係
を表現するために利用する．13 行目で統合型 XPush
マシンにサブ XPush マシンの登録を行う．14 行目の
図 4 分離処理の例
Fig. 4 Examples of separation process.

unbindTvalue は，Tvalue モジュールによって追加さ
れた統合結合状態および結合状態を結合処理の対象
から外す処理を行う．なお Tvalue 統合結合状態遷移

XPush マシンから切り離す．図 4 b の統合結合状態表
と統合結合状態遷移表が得られる．
2.4.2 結 合 処 理
サブ XPush マシン単位の分割管理構造では，状態
間に世代関係が現れる．ここで世代関係とは，新規統

表のインクリメンタルな更新については今後の課題と
する．

Step2 では，統合結合状態 x が持つキーを使って m
の状態遷移表でキーを遷移させ，その結果を x に追加
している．まず x にサブ XPush マシンの状態遷移表

合結合状態を結合処理前の統合結合状態と結合中のサ

を利用させるために，18 行目で X2Q メソッドを利用

ブ XPush マシンの結合状態で表した組をいう．また

し，統合結合状態キーを取得し，そのキーに対して統

結合処理中において，結合前の統合型 XPush マシン

合結合状態の参照を結合状態の参照に変換する．そし

を前世代という．

て 19 行目で S1〜S10 行目に定義してあるサブ XPush

たとえば図 4 b の M1 だけ残った統合結合状態表に

マシン m の δ 関数を利用して m 上で遷移させる．δ

M2 を追加すると，結合アルゴリズムを利用して図 5
の世代関係表が得られる．これはたとえば x9 に関し

遷移表で遷移させ結果を返す．その結果を 20 行目で

て次のことを表す．

x9 は前世代の x4 と M2.q5 から状態遷移表 Tpop
と Tadd がインクリメンタルに更新可能である．
実際図 3 の Tpop(x9,a) は，次のように計算できる．

関数はキーの種類に適したサブ XPush マシンの状態

x に登録し，21 行目で addGeneration 関数を利用し
て世代関係表が更新される．なおサブ XPush マシン
の δ 関数の*ByKey 関数は必要があれば遅延させて
いた変換処理を開始し，AFA の情報を利用して結果

⇒ (Tpop(前世代の x4,a), M2.Tpop(M2 の q5,a))

を返す（S4，6，8 行目）．また 17 から 22 行目までの

⇒ (前世代の x3,q6) ⇒ (q3,q6) ⇒ x10
統合制御部における結合アルゴリズムは，上記のよ

繰返しは統合結合状態キーを AFA の葉から処理する
ことを要求している．
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Step2 との重複を取り除き，統合結合状態を新規作成
している．まず q に統合状態遷移表を利用させるため
に，Q2Xs メソッドによって，結合状態キーを取得し，
そのキーに対して結合状態の参照を統合結合状態の参
照に変換する（26 行目）．そして 29 行目で 54〜66 行
目で定義されている δ 関数を利用して統合状態遷移表
上で遷移させる．δ 関数はキーの種類に適した前世代
の統合結合状態表で遷移させた結果を返す．δ 関数は
遅延させていた変換が必要なときは x0 を返す．δ 関
数の結果は 28 と 29 行目で重複が取り除かれ，31 行
目で統合結合状態が新規作成される．そして 32 行目
で addGeneration 関数によって世代関係表が更新さ
れ，33 行目で updateTransitionTable 関数によって
世代関係を利用したインクリメンタルな統合結合状態
遷移表の更新が行われる．また 25 から 36 行目までの
繰返しは，step2 と同様に，統合結合状態キーを AFA
の葉から処理することを要求している．

δ 関数の*LookupByKey 関数（60，62，64 行目）と，
m の δ 関数の*ByKey 関数（S4，6，8 行目）について
比較する．δ 関数の*LookupByKey 関数はサブ XPush
マシンの AFA 状態を利用しない．つまり*Lookup-

ByKey 関数は統合結合状態遷移表からの表引処理だ
け行う．したがって δ 関数は，m の δ 関数の*ByKey
関数と異なり，遅延させていた統合状態遷移表の計算
を開始することはない．
統合結合状態は Step3 で新規作成する（31 行目）．
このとき統合結合状態キーも記録される．そのキー
の発生源はサブ XPush マシンが持っていた結合状態
キー（25 行目）である．
ただし，統合結合状態キーの add 型が 2 つの統合結
合状態の参照を持つため，異なる 2 つのサブ XPush
マシンの結合状態（キー）の組合せを発生させること
がある．このような統合結合状態キーは，サブ XPush
マシンのキー 1 つで対応するものが存在しない．本方
式では，このキーを持つ状態を分離処理時に捨ててし
まっている．

2.4.3 実

装

ここでは統合型 XPush マシンの実装に必要なフィ
ルタグループの導入，遅延方式への対応，アトミック
プレディケートの計算について述べる．
本提案方式ではメモリ効率を考え，サブ XPush マ
図 6 結合アルゴリズム
Fig. 6 Algorithm for addtion.

シンの数を減らすために，1 つのサブ XPush マシンに
複数の XPath フィルタを割り当てる．以降ではこの
分割された XPath フィルタの集合をフィルタグルー

Step3 では，結合状態 q が持つキーを使って，前世
代の統合状態遷移表でキーを遷移させ，その結果を

プと呼ぶ．
たとえば図 7 a は，例 1 の 3 つの XPath フィルタ
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ある．一方図 7 b は P1，P2 を 1 つのフィルタグルー
プとしてサブ XPush マシン M1 に割り当て，P3 を
もう 1 つのサブ XPush マシン M3 に割り当てた統合
型 XPush マシンである．図 7 b の方が，図 7 a より
も X にある Q への参照数が少なくなり，メモリコス
トの削減が期待できる．
また，従来型と同様の問題として，サブ XPush マ
シンの結合状態をコンパイル時にすべて計算すること
は，AFA 状態数を n とすると O(2n ) となるため難し
い．そこでサブ XPush マシンも，従来方式と同様に，
この計算を遅延させている．そしてサブ XPush マシ
ンを用いる統合型 XPush マシンも遅延に対応させて
いる．
遅延に対応させるには XPath フィルタのコンパイ
ル時にアトミックプレディケートだけを結合状態およ
び統合結合状態とする．そして残りはデータ評価時に
統合型 XPush マシンの遷移関数が呼び出されたとき，
必要があれば遅延させていた計算を開始する．またこ
の計算にはサブ XPush マシンの遷移関数を利用する
ため，必要があればサブ XPush マシン内の遅延され
ていた計算が始まる．なお AFA 状態を扱うことがで
きるのはサブ XPush マシンだけである．
統合結合状態遷移表 Tvalue のモジュールは，サブ

XPush マシンの Mi.Tvalue のモジュールとほぼ同じ
である．違いは，登録するアイテムが統合型結合状
態を参照させることと，自動調整機能によって増えた
キーが持つ統合結合状態の集合から，サブ XPush マ
シンごとに q 参照を求める点だけである．

3. 実

験

ここでは統合型 XPush マシンのフィルタ部分交換
に関する実験概要と実験結果を示す．

3.1 実 験 概 要
実験は提案方式のフィルタエンジンを Java で実装
し，これを Red Had Linux 8.0 上で使用した．使用
したコンピュータの CPU は Pentium

3.3 GHz，

メモリ 2 G である．XML パーサには xerces2.6.2
（http://xml.apache.org）を利用した．また比較のた
めに従来方式の XPush マシンも Java で実装し，同
じ環境で測定した．
図 7 遅延統合型 XPush マシン
Fig. 7 A lazy integrated XPush machines.

P1，P2，P3 をそれぞれ 1 つずつサブ XPush マシン
M1，M2，M3 に割り当てた統合型 XPush マシンで

実験データには Gupta らの実験でも用いられた Protein（http://pir.georgetown.edu）を利用した．Pro-

tein は 700 MB あるデータセットであり，これを
9.12 MB のサイズに分割したものを用いた．XPath
フィルタは XML データからランダムに作成するプロ
グラムを作成し，ナビケーション部の長さが 1〜3 で
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プレディケート部が 1〜8 の XPath を 10,000 件生成

の部分交換を行い，そのときの分離処理時間および結

し，各実験において必要数分だけ利用した．

合処理時間を測定した．さらにグループサイズ 20，50，

予備実験 1：XPath フィルタ 1,000 件から従来方
る評価時間を測定した．結果は再コンパイル後の 1 回

100 に対しても同じ実験をした．
実験 3：まずグループサイズが 10 で，総フィルタ
数が 100，200，500，1000 の 4 種類の統合型 XPush

目の評価時間が約 352 秒であり，2 回目は 8 秒であっ

マシンと 9.12 MB のデータを 10 個用意した．まず 5

た．よって従来方式では総フィルタ数 1,000 件のとき，

個のデータを評価し，実験 1 と同様に，フィルタの部

式の XPush マシンを生成し，データ 9.12 MB にかか

DFA への変換時間が 344（= 352 − 8）秒であった．

分交換を行い，その後残りの 5 個のデータを評価さ

なお従来方式における変換時間は以下の式を使った．

せたときのヒットレートを測定した．さらにグループ

従来方式における変換時間 = A – B

A：再コンパイル後 1 回目の評価時間
B：再コンパイル後 2 回目の評価時間

サイズを 20 に対しても同じ実験をした．なおヒット
レートは以下の式を使った．
ヒットレート = S / T

予備実験 2：まず 1 フィルタグループあたりのフィ
ルタ数（以降，グループサイズ |FG|）が 10 から 200
までの XPath フィルタを 10 間隔で各サイズ 1 つずつ

S：状態遷移表参照成功数
T：状態遷移表の総参照回数
実験 4：まずグループサイズが 10 で，総フィルタ数

計 20 組用意した．次にそれら XPath フィルタを結合

が 1000，2000，5000，10000 の 4 種類の統合型 XPush

して 1 つの統合型 XPush マシンを生成した．そして

マシンを用意した．そして予備実験 1 と同じデータを

1 回だけ予備実験 1 と同じデータを評価させた後に，
フィルタグループごとに分離し，各フィルタグループ
（サブ XPush マシン）をディスクに保存した．

評価させたときの使用ヒープメモリ量を測定した．さ
らにグループサイズ 2，5，10，20，200 に対しても
同じ実験した．また比較のため同じ総フィルタ数で従

実験 1：まず提案方式で予備実験 1 と同じ 1,000 件

来方式でも測定を行った．なお測定には Java の API

，
の XPath フィルタをグループサイズが 10（× 100 組）

を利用し，測定直前にガーベージコレクションを発生

20（× 50 組），· · ·，200（× 5 組）でコンパイルした
後，1 つに結合して統合型 XPush マシンを作成した．
なおグループサイズが 30 のときのように 1,000 を割

させた．

り切れない場合は，その余りを 1 つのフィルタグルー

型 XPush マシンにおけるフィルタ部分交換後の 1 回

プとした．たとえば 30 の場合，30 × 33 組 + 10 ×

目の評価時間はグループサイズが増えると，評価時間

1 組として用意した．次に 1 回だけ予備実験 1 と同じ
データを評価させた．その後，予備実験 2 で生成した

が増加する傾向があり，グループサイズが 10 のとき

フィルタでグループサイズが同じものをディスクから

回目の評価時間は，どのグループサイズであって従来

読み込み，統合型 XPush マシンからランダムに 1 つ

型と同じ約 8 秒であった．よって DFA への変換時間

のフィルタを部分交換した．そしてフィルタ部分交換

は従来方式に比べ，グループサイズが 10 で 1%以下

後に交換前と同じデータを 2 回評価させ測定した．な

（=（10 秒 −8 秒）/ 344 秒）であり，200 のときで

お評価に利用したデータは予備実験 1 と同じものを

4%以下（=（21 秒 −8 秒）/ 344 秒）であった．した

3.2 実 験 結 果
実験 1 の評価時間の測定結果を図 8 に示す．統合

最小 10 秒であり，200 のとき最大 21 秒であった．2

使った．実験の評価は従来方式のフィルタの変換時間

がって統合型 XPush マシンの統合結合状態表および統

（344 秒）を基準に比較をした．さらに実験 1 におい

合結合状態遷移表は更新されても，従来方式の全フィ

て，分離するサブ XPush マシンのファイルサイズも

ルタの再コンパイル（再計算）に比べ，変換処理時間

測定し，結合するサブ XPush マシンのファイルサイ

をほとんど要求せず，更新に非常に強い構造を持って

ズと比較した．なお統合型方式における DFA への変

いるといえる．

換時間は以下の式を使った．

実験 1 の分離および結合したサブ XPush マシンの

統合型方式における変換時間 = A – B

ファイルサイズの測定結果をそれぞれ図 9 と図 10 に

A：フィルタ部分交換後 1 回目の評価時間

示す．分離したものと結合しともの双方ともにグルー

B：フィルタ部分交換後 2 回目の評価時間
実験 2：まずグループサイズ数が 10 で，総フィルタ

プサイズが増加すると，ファイルサイズも増加する傾
向があった．グループサイズが 70 のときに差が最大

数が 500，1000，2000，5000 の 4 種類の統合型 XPush

となり 660 KB のファイルサイズの違いがあったが，

マシンを用意した．そして実験 1 と同様に，フィルタ

双方のフィルタとも統合型 XPush マシンに結合中に，
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図 11 結合処理時間
Fig. 11 Additional processing time.
図 8 フィルタ部分交換後のデータ評価時間
Fig. 8 Data evaluation time after partial filter exchange.

図 12 分離処理時間
Fig. 12 Separation processing time.
図 9 結合したサブ XPush マシンのファイルサイズ
Fig. 9 File size of the added sub XPush machine.

図 13 フィルタ交換時のヒットレート | FG | = 10
Fig. 13 Hit ratio at the time of filter exchange. |FG|=10.
図 10 分離したサブ XPush マシンのファイルサイズ
Fig. 10 File size of the separated sub-XPush machine.

ほぼ同じぐらい状態遷移表の構築が行われたと考えら
れる．
実験 2 の分離処理時間と結合処理時間の測定結果
を図 11 と図 12 に示す．グループサイズが変わって
もあまり処理時間に変化はみられなかった．フィルタ
数 1,000 で，グループサイズ 10 のとき分離時間は 7
秒，そして結合時間は 2 秒であった．実験 1 の 1 回目

図 14 フィルタ交換時のヒットレート | FG | = 20
Fig. 14 Hit ratio at the time of filter exchange. |FG|=20.

の評価時間にこれらの時間を加えても，従来方式と比
べ 4%（=(10 秒 −8 秒 +7 秒 +2 秒)/344 秒）以下で

ングは今後の課題とする．

あった．しかし分離処理が結合処理に比べ処理時間が

実験 3 のヒットレートの測定結果を図 13 と図 14

大きい．これは今回の本実装において，結合アルゴリ

に示す．データサイズが 50 MB から 60 MB の間で

ズム用に統合結合状態表のインデックスを最適化した

フィルタの部分交換が行われたため，ヒットレートが

ため，分離処理時にこのインデックスの再構築を行っ

少し落ちていることが分かる．ヒットレートの低下は

ていることが原因である．この点についてのチューニ

フィルタ部分交換によって統合結合状態遷移表の一部
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型 XPush マシンの更新の計算コストが従来の XPush
マシンの再計算の計算コストより低いことを実験結果
で示した．
今後の課題として，統合型 XPush マシンと従来方
式が等価であるか否かについての証明，削除処理のパ
フォーマンスチューニング，トップダウンプルーニン
グへの対応と Tvalue 状態遷移表のインクリメンタル
図 15 ヒープメモリコスト
Fig. 15 Heap memory space.

が欠落したことを示す．本構築法では，状態遷移表を
サブ XPush マシンとして保存させているが，分離前
の統合型 XPush マシンへ完全に復元させることがで
きない．その理由は，2.4.2 項で述べたように「本方
式では，add 型の統合結合状態キーが，異なる 2 つの
サブ XPush マシンの結合状態（キー）の組合せで構
成されることがある．そしてこのキーを持つ状態を分
離処理時に保存しないため，情報が一部失われる」と
いうことが原因である．しかし実験 1 の結果では本方
式が，従来方式に比べて，DFA への変換時間をほと
んど要求しなかった．これについては本方式では状態
遷移表の欠落する割合が少ないためと考えられる．
実験 4 のヒープメモリ使用量の測定結果を図 15 に示
す．従来方式で総フィルタ数が 10,000 のとき 786 MB
を使用した．一方統合型はグループサイズが 1 のとき
に最もメモリを消費し，総フィルタ数 10,000 のとき

1.10 GB であり，従来方式の 1.4（=1.10 GB/786 MB）
倍であった．グループサイズが 20 のとき消費量が最
小であり，総フィルタ数が 583 MB であり，従来方式
の 0.74 倍であった．しかしグループサイズが 100 の
ときメモリ使用量が従来方式と等しくなり，200 では
総フィルタ数が 10,000 のとき 941 MB であり，従来
方式の 1.2 倍であった．
実験 4 を考察すると，グループサイズ 20 でメモリ
使用量を従来方式よりも抑えていることから，統合結

な更新の実現を考えている．
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合状態によるデータ構造が，従来方式の AFA 状態リ
ストを持つ XPush 状態に比べて効率が良いと考えら
れる．またグループサイズがあまりに大きくなると，

AFA 状態リストを持つサブ XPush マシンのメモリを
占める割合が大きくなり，効率が下がると考えられる．

4. お わ り に
本研究では，既存の XPush マシンを拡張し，更新
を可能した統合型 XPush マシンを提案した．
本稿では，世代関係を利用して XPush マシンをイン
クリメンタルに更新を行う方法を述べた．さらに統合
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